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謹賀新年

段の生活を取り
戻していただけ
る よ う、 ボ ラ ン

皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎え

ティアの皆様や

のこととお慶び申し上げます。旧年中は「だれもが

関 係 機 関・ 団 体

住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福祉

等 に ご 支 援・ ご

のまちづくり」の実現に向け、さまざまな事業活動

協力をいただき

に深いご理解とあたたかいご協力を賜り厚くお礼申

ながら被災者支援活動をおこないました。（詳細は

し上げます。

５ページに掲載）

また、昨年の台風₂₁号により被害に遭われました
皆さまに心からお見舞い申し上げます。
本会では、河内長野市災害ボランティアセンター
にて、被害に遭われた方々が、早期に不安のない普

この間の本会の活動に際しまして、多くの皆さま
にご支援・ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
本年もより一層のご支援とご理解ご協力をよろし
くお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました
昨年10月１日から12月31日までの期間、赤
い羽根共同募金運動を実施しました（12月は
地域歳末たすけあい運動）。皆様には様々な形
で募金運動にご協力いただき、心から感謝を申
し上げます。
10月２日には運動開始のPRを兼ねて、街頭
募金運動(市内３駅と４か所の商業施設)を多く
10 月２日の河内長野駅前の街頭募金では島田市長も市民に呼びかけ
ました。

平成 29 年度 河内長野地区募金会募金実績

平成 29 年 12 月３日現在（単位：円）

種
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の皆さまの協力のもと実施しました。
寄せられた募金は大阪府共同募金会に集約さ
れ、
福祉のニーズに応じて翌年度助成されます。
配分される助成金は、福祉委員会が行うサロン
活動・見守り活動・世代間交流や、民生委員・
児童委員が行う心配ごと相談などに活用されて
います。地域の福祉活動を財政から支えるかけ
がえのないものとなっています。
今年も、共同募金運動の趣旨をご理解いただ
き、あたたかいお力添えをお願いします。
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子どもから大人まで、
誰でも参加できますよ～

「市町 diary
ダイアリー

地域共生型みんなの食堂「ごはんやday」

（ダイアリー）」の活動
を紹介します

１年を振り返って、そしてこれから

毎月１回開催している地域共生型みんなの食
堂「ごはんやday」について、主催者のチーム
市町の方々にお話を伺いました。
活動を始めたきっかけは？
「とりあえずやってみよう!!」と平成28年10
月にプロジェクトチームを立ち上げ、子ども食
堂の開催にむけて動き出しました。

今回はスタッフの中から４名にお集まりいただきました。
牛島さん、梶谷さん、長村さん、森さん

なぜ、誰でも参加できるのか？
初めは子ども食堂の開催を予定していました。

◦一人暮らしの高齢者の方が参加されて「賑や

しかし、準備するなかで対象者を限定する事に

かにご飯が食べれて楽しい」など

よって、そこに偏見や差別を生み出し兼ねない

参加される方それぞれの思いが集まって、
「ご

と不安を感じ始めたことがきっかけです。どの

はんやday」は創られています。スタッフも一

ような立場の人でも困りごとは起きてくるもの

人の参加者です。様々な立場の方が出来ること

です。そんな時に元気をもらえる場所、相談で

を実践し、誰かの役にたっている場面が自然に

きるつながりのある場所、誰かの支えにもなれ

生まれています。ひとりの街の人として集える

る場所を目指したいと思い試行錯誤しました。

のが「ごはんやday」です。

色んな人に紛れて「助けて」という思いを抱

今後の展望

えている人も来て欲しいと願っています。ただ

隣近所の付き合いが希薄となりつつあるなか

一緒にご飯を食べて笑顔になってもらえると嬉

で、近所の助け合いの力を取り戻すことが大き

しいですし、支援が必要な方の声が聴こえた時

な課題と感じています。この活動が一つの良い

には、行政や専門的な制度に繋いでいく事が出

事例としてさまざまな地域に広がれば、人と人

来ます。
「ごはんやday」は地域住民だけでな

との繋がりを身近に感じられるようになると

く民生委員、教育関係者、福祉職などさまざま

願っています。昨年から加賀田地区でも「ごは

な人が参加しています。

んやday加賀田」が始まっています。また、参

活動してみて？

加者のなかで、自分の住んでいる地域でも実施

毎月開催する中で、
こんな場面がありました。
◦ご家族で参加されていたお父さんが、食後は

したいなあとおっしゃっている方もいます。他
の地域で活動されている方ともネットワークを
作りながら、楽しく続けていきたいです。運営

子ども達の外遊びの見守りに。
◦「何かお手伝いすることはありませんか？」

の参加もお待ちしています。ご興味のある方は
社協までお問い合わせください！

と４歳の子どもがお手伝い。
参加方法

募集期間内に社協までご予約ください。

参

19歳以上400円

加

費

18歳以下無料

※定員各40名（先着順)
今後の予定

１月27日(土)お昼ごはん(予約は１月15日～)
２月24日(土)お昼ごはん(予約は２月13日～)
３月24日(土)お昼ごはん(予約は３月12日～)

※いずれも、午前11時～オープン
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正午～食事

「ごはんやday加賀田」の
今後の予定
日時

場所

１月30日（火）
午後４時～オープン
〃 ６時～食事

南ヶ丘憩いの家
（南ヶ丘20-9）

その悩み、
ひとりで
抱えないで

各種相談窓口紹介

詳しくは、本会ホーム

問題が深刻化する前に気軽にご相談を…

い合わせください。

ページをご覧いただく
か、直接本会までお問

心配や不安だけど、
どこに相談したらよいかわからないときは…
●福祉のなんでも相談

CSW（コミュニティソー

シャルワーカー）

きます。
▼日時 : 毎月第２・４水曜日の午前10時～正午（祝

CSW は、身近な福祉の相談員です。地域の中の

日は除く）

身近な相談窓口として、福祉における悩みがある方

▼場所 : 社協

やそのご家族のさまざまな相談に応じることができ
ます。今後の生活が不安、近所の〇〇さんのことが
心配、どこに相談したらよいかわからない、などあ
りませんか？ご本人の希望をうかがって、必要に応

※日時は変更する場合があります。事前にお問い
合わせください。
●女性の電話相談「さざんかの会」
専門の研修を修了した相談員が女性の方のお悩み

じてみなさんが住みなれた地域で安心した生活がで

を伺います。

きるように、一緒に考えます。ご相談内容や居住地

▼日時：毎週木曜日

に応じて、担当の CSW を紹介しますので、まずは
本会までお問い合わせください。

午前11時～午後２時30分（年

末年始、祝日は休み）
▼☎ ₆₅⊖₀₇₀₇

●心配ごと相談～悩み・困りごとなど～

※発信電話番号表示（ナンバーディスプレイ）機

身近な存在、民生委員・児童委員に相談できる窓

器は利用していません。

口です。家庭や身の回りの心配ごとを気軽に相談で

金銭面で生活にお困りのときは…
●生活福祉資金貸付制度の窓口
本会では、低所得者、障がい者または高齢者世帯

で、他の貸付制度が利用できずにお困りの世帯に対
て、経済的な自立や安定した生活を送れるようにす
ることを目的とした「資金」をお貸しする“生活福
祉資金貸付制度”の受け付けを行っております。
（実
施主体は大阪府社会福祉協議会）

対象となる「資金」とは、◆失業や傷病により日

常生活が困難となり、生活の立て直しのために必要
とする資金、◆自立した生活を営む上で一時的に必
要となる資金、◆高校・大学等の入学や修学のため

に必要となる資金など。この他の目的に応じた資金
もあります。

なお、貸付のお申込みには条件があります。詳細

はお問い合わせください。
●生活困窮者家計相談

ローンの返済や税金等の滞納で困っていたり、家

計の収支バランスがとれず日々悩んでいるという方
はご相談ください。

専門的な角度からその人に合ったプランを一緒に

考え、
家計を不安定にしている原因や課題を整理し、
自立した生活が送れるようお手伝いいたします。

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする
ホーム・ガイドヘルパースタッフ募集中！
資格 ①登録ホームヘルパー
（介護福祉士、ホームヘルパー２級、初任者研修修了者）
②登録ガイドヘルパー
（視覚・全身性・知的障がい者のガイドヘルパー養成研修修了者）
時間 5:00 〜 23:00 ※曜日、時間はご相談に応じます。
給与 時給 1,200 円〜 1,880 円 ※時間帯などによる。
応募 まずは、お気軽にお電話ください。

社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町 26-1 TEL. 0721-64-9000 FAX. 0721-64-0222
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シリーズ
その7

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

社会福祉協議会

（大師町 26-1）

介護老人保健施設
寿里苑フェリス

連絡会は、社会福祉施設と社協が連携し、様々な地域課題に取り組み、
地域福祉の向上や地域貢献活動に取り組むことを目的としています。
社会福祉法人博光福祉会

喫茶は地域のボランティアの方々

介護老人保健施設
寿里苑フェリス

が中心に行なっています。
また、加賀田フェスティバルな

河内長野市加賀田885-2

どの地域のイベントに参加し、交

☎62-0700

流や施設の紹介などもおこなって
います。

明るく家庭的な雰囲気の中、施
設入所・ショートステイ・通所リ
ハビリ（デイケア）共にリハビリ
の専門職（理学療法士）による介
護保険を使ったリハビリテーショ
ンを積極的に行なっており、ご利
用者の身体機能の維持向上をめざ
しています。また施設生活をより

満足していただくため、食事・レ
クリエーション・行事にも力を入
れています。
開設15年目になり、周辺地域
の方が多く利用されていて、積極
的に受け入れています。月２回の

■

施設連絡会で取り組んで
いきたい事

他分野の施設などつながれてい
ないところもあるので、交流を深
めていきたい。施設同士の分野を

越えて日常的に協力していきた
い。

第4回千代田地区いきいき介護フェアの案内
今回で４回目となる「千代田地区いきいき介護フェア」が下記の通り
に行われます。千代田地区で活動する団体や関係機関等が主催となり、
講演会や介護予防体操などの催しを予定しています。身近に介護や医療
などについて知ることができる機会です。ぜひお越しください。
日程
場所
内容
講演
主催

4

平成30年３月11日（日）13時～ 16時30分
河内長野市立千代田公民館
介護や医療に関する講演及び介護用品等の展示
「認知症の予防（生活習慣病のコントロールから最新の知見を加えて）
」
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター神経内科部長 狭間 敬憲氏
千代田地区いきいき介護フェア実行委員会（楠小学校区福祉委員会、千代田
東地区福祉委員会、市保健福祉部いきいき高齢・福祉課、千代田公民館、西
部包括支援センター、東部包括支援センター、社協）
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昨年の様子

台風21号災害における
災害ボランティア活動について
昨年10月の台風21号により、全国各地、府内においても南河
内や泉州を中心に河川の氾濫による浸水や土砂災害、強風によ
る家屋の損壊被害が生じました。河内長野市においては、土砂
の流入による家屋や敷地内への被害が発生しました。
こうした状況を受けて、市との『災害に対する相互支援に関
する協定』に基づき、河内長野市災害ボランティアセンター（以
下、
「災害VC」という。）を立ち上げ、被災された方々に寄り添っ
た支援活動を行いました。
活動期間 10月31日（火）～ 11月12日（日）
ボランティア数
対応件数

延べ416人

31件

ありがとう
ございました

泥出しの作業中

そもそも、
災害VCとは…!?
災害時、被災された方へ支援

きるまち」の実現に向け活動し

災害ボランティアの登録に

が必要となった場合に、各地か

ているため、災害時にも被災さ

ご協力を！

らかけつけたボランティアを繋

れた方々に寄り添い、個々の

本会では、いつどこで発生す

ぐための拠点です。被災された

ニーズにきめ細かく対応しま

るかわからない災害に備えて、

方が、普段の生活をいち早く取

す。また、古くから個人や登録

災害ボランティア活動登録制度

り戻してもらえるように、災

のボランティアの皆さんととも

を設け、災害発生時には瞬時に

害VCでのコーディネートによ

に住民ニーズに応えてきた実績

活動を開始できる体制づくりを

り、迅速かつ円滑に災害ボラン

があり、福祉委員会や市民生委

進めています。

ティア活動を進めることが出来

員児童委員協議会と連携し地域

今回の災害ボランティア活動

ます。

福祉をすすめるとともに、各種

においても、多数の登録ボラン

社協は、平時から、地域住民

団体等の事務局を担っているた

ティアの方々が活動に参加して

とともに「だれもが住み慣れた

め、日頃の活動と連携が災害時

いただきました。ご協力いただ

地域で安心して暮らすことがで

にも大きな力になります。

きました皆様、ありがとうござ
いました。

〈災害ボランティアセンターの役割〉
発災時

お手伝い
しますよ！

災害
ボランティアセンター

困ったな

このような市内での活動はも
一人では
手に負え
ないなあ

とより、市外・府外へのボラン
ティアワゴンなどを運行する際
にも、スムーズにボランティア
活動を行っていただくために、

活動の
コーディネート

メールで情報をお伝えします。
登録対象者に制限は設けてお
りません。ご協力いただける方

各地からかけつけた

災害ボランティア

被災者

は、本会までお問い合わせくだ
さい。
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福祉センター「錦渓苑」は、本会が指定管
錦渓苑には、お風呂（１回100円）やカラ
オケを団体で楽しめる部屋、会議を行う部屋
などがあります。囲碁や将棋を自由に対局し
たり、趣味のクラブを楽しんだり、毎日多く
の利用者が来館されています。
ゆず湯やしょうぶ湯、七夕など季節に応じ
たイベントや囲碁・将棋大会やカラオケ発表

など市民の方なら参加できるイベントも行っ

会、趣味の入門講座、教養講座なども開催し

ています。
これらのイベントは河内長野市広報や錦渓

ています。

苑のホームページに掲載しています。

また、ロビーコンサートやセンターまつり

利用資格

問い合わせ
▶福祉センター「錦渓苑」

○市内に居住するおおむね60歳以上の者及び
その介護者
○市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る者及びその介護者
○市内に居住する母子家庭の母及び子（20歳
未満の児童を扶養しているひとり親家庭は
利用できます。
）

（河内長野市大師町26-1）
☎65-0123

FAX.65-0124

▶開館時間：午前９時～
午後５時
▶休館日：月曜日、祝日
（敬老の日を除く）
、年末年始

福祉センター 「錦渓苑」

理者となり、管理運営しています。

お母さんの笑顔が一番！
昭 和29年 ９ 月 に 河 内 長 野

ちしています。
入会資格は、市内在住の母

市母子福祉会を設立。
母子家庭となったばかりの

子家庭・寡婦の方ならどなた

の発行やくらし支援・就業支

若いお母さんから、今はもう

でも加入して頂けます。
（年

援・相談事業を行っています。

子どもが成人し寡婦となった

会費：500円）

また、関係機関と連携し、

先輩まで、たくさんの方が会

その他、大阪府母子寡婦福

員です。皆さんの入会をお待

祉連合会（母子連）では新聞

▶河内長野市母子福祉会 事務局
福祉センター「錦渓苑」内
（河内長野市大師町26－１）
☎65-0123

各事業へ参加・協力を行って
活動しています。

こんな事業をしています。

問い合わせ

FAX.65-0124

▶開館時間：午前９時～午後５時
▶休館日：月曜日、祝日
（敬老の日を除く）
、年末年始
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母と子の集い（日帰りバス旅行）にて
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５月
11月
１月
その他

役員総会・春の旅行（日帰り）
母と子の集い（日帰りバス旅行）
※母子家庭対象
新年会
役員会（毎月）
母子相談・茶話会・交流会（不定期）
関係機関の事業参加・協力

河内長野市母子福祉会

母子福祉会をご存じですか

河内長野市立障がい者福祉センター
「あかみね」からのお知らせ
教室・クラブに参加して
みませんか♪

どボランティアの方が活動できる

ら当センターでボランティアをは

場がたくさんあります。また館内

じめようと考えている方。（個人、

のイベントだけではなく外出の支

グループ）

スポーツ系・文化系共にさまざ

援をお手伝いいただけるボラン

まな教室・クラブがあります。ま

ティアも募集しています。障がい

でご連絡下さい。

ずは見学・体験からどうぞ。送迎

のある方を支えながら、共に充実

問い合わせ

バスも運行しています。

した時間をすごしませんか。

FAX.56-1592

対象

対象

土日祝は除く

市内在住の身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳所持者とその介護者

◇ボランティア募集◇

「あかみね」では地域の方々と

一緒に活動しています。

内容等の詳細は「あかみね」ま

市内在住のボランティア活

☎ 56-1590

動に関心のある人

ボランティア講習会の
お知らせ
日時

内容は、教室・クラブ活動への

2 月 9 日（金）
午後１時30分～午後４時

お手伝いや、利用者の方々と共に

対象

生産活動や創作活動・話し相手な

ティア活動をしている方、これか

当センターで現在ボラン

河内長野市心身障害児・者父母の会
河内長野市心身障害児・者父母

私たちは、そのような先輩のみ

の会は知的障がい児・者を育てる

なさんの労苦に感謝し、その意志

家族の会で、昭和₄₃年に発足し、

を引継ぎ、これからの父母の会を

今年で₅₀年になります。
₅₀年前の

より一層充実した会にするため、

障がい児・者を取り巻く状況は、

本年９月₃₀日（日）ラブリーホー

今では想像できない程厳しく、会

ルで、父母の会創立₅₀周年大会を

員さん達は、幼児教室の開設と幼

開催します。

河内長野の福祉に携わっている
方々にもお声掛けし、多くのご参

児の通園施設設置の運動、障害児

また同時に、大阪の知的障がい

学級の増設と内容の充実、学校週

者の支援団体である「大阪手をつ

５日制への取り組み、学校卒業後

なぐ育成会」の「第₅₉回大阪知的

間近に行われる父母の会行事で

就職出来ない人達のための作業所

障がい者福祉大会（南河内ブロッ

は、来る２月₁₈日（日）ラブリー

づくり、ふれあいの場の充実、民

ク河内長野大会）
」も併催されま

ホール・小ホールで
「父母の会ファ

家を借りての自立のための宿泊訓

す。

ミリーコンサート」があります。

練等に、それこそ血の滲むような
努力を重ねてこられました。

これは
「大阪手をつなぐ育成会」

加がいただけるよう取り組みま
す。

これは、河内長野遊技業組合様の

が毎年、知的障がい者の自立と社

ご厚意で毎年開催しているもの

会参加を目指して、大阪各地で開

で、昨年はブルーウインズさんに

催する大会で、今年は河内長野が

演奏して頂きました。
今年は「るー

会場となります。大阪府下各市町

ぷらざ」のボランティアグループ

村よりたくさんの方が参加されま

さんにお願いする予定です。どな

すので、内容のある充実した大会

たでも入場できますので、ご希望

となるよう期待しております。

の 方 は 富 田（090-3825-5350）
までご連絡下さい。
かわちながの社協だより
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愛の献血にご協力ください

市内の献血スケジュール
実施日
１月９日㈫
１月26日㈮
１月30日㈫
２月３日㈯
２月７日㈬
２月９日㈮
３月13日㈫

開催場所
オークワ河内長野店
市立小山田小学校
市立三日市小学校
ＵＲ南花台団地第１集会所
市立千代田小学校
市立長野小学校
河内長野市役所別館

受付時間
₁₀：₀₀ ～ ₁₂：₀₀， ₁₃：₀₀ ～ ₁₆：₃₀
₁₀：₀₀ ～ ₁₂：₀₀
₁₄：₀₀ ～ ₁₆：₃₀
₁₀：₀₀ ～ ₁₂：₀₀， ₁₃：₀₀ ～ 1₆：₃₀
₁₀：₀₀ ～ ₁₂：₀₀， ₁₃：₀₀ ～ ₁₆：₀₀
₁₄：₀₀ ～ ₁₆：₃₀
₁₀：₀₀ ～ ₁₂：₀₀， ₁₃：₀₀ ～ ₁₆：₃₀

献血サポート薬局

初めて三日市だんじり献血を行い
ました︵三日市町駅前にて︶

寒さが厳しい時期には体調を崩す方が多く、献血者
が減少する傾向にあります。
輸血用血液製剤には有効期限があり常に確保してお
くには年間を通じての献血が不可欠です。しかし、少
子高齢化が進み、若い人たちの献血協力が減少してい
ます。
新たに成人を迎える若者世代をはじめ、多くの皆さ
まによるご理解とご協力をお願いいたします。

※日程、時間は変更になる可
能性もありますので予めご
了承ください。
※輸血時の安全性を高めるた
め₄₀₀mL献 血 の み 実 施 し ま
す。
※₁₈ ～ ₆₄歳で体重が₅₀キロ以
上の人（男性は₁₇歳から可。
男女とも₆₀ ～ ₆₄歳で献血の
経験があれば₆₉歳まで可。）

～薬局で献血について

相談ができるようになりました～

「献血サポート薬局」とは献血に対する正しい知識や食
生活の相談を実施することで健康を維持し、献血への関心
を高めるための薬局です。気になることがありましたら是
非ご相談ください。
「献血サポート薬局」には、左記の認
定マークを掲示しています。

のかけは
ころ

し

こ

問い合わせ：企画総務課

☆一般寄付

計65,000円

井上智惠子・溝端秀幸・
山内健
☆善意銀行
○現金

29年８月～ 10月分
（順不同・敬称略）

計10,000円
一般預託
歌謡同好会山﨑正子

○物品

一般預託
匿名１件

社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041河内長野市大師町26-1
TEL.0721-65-0133（代表）FAX.0721-65-0143
次号は
平成30年7月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

●ご意見・ご感想をお寄せください●

ガスもでんきもリフォームも
河内長野ガスグループに
おまかせください
〒586-0025 河内長野市昭栄町14−31
☎0721-53-3561

ガス漏れ緊急電話
70120-569-317

●社協ホームページ
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/
●社協ブログ
http://ksyakyou.blog90.fc2.com/
●社協ツイッター
https://twitter.com/ksyakyou
●在宅福祉課
http://kawachinaganoshishakyo.or.jp/zaitaku/
●ピアセンターかわちながの
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/peer/
●障がい者福祉センター「あかみね」http://www.pure.ne.jp/~akamine/
●福祉センター「錦渓苑」
http://business4.plala.or.jp/kinkeien/
この広報誌の発行には赤い羽根共同募金助成金の一部を活用させていただいています。

